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얼룩말 
シマウマ

천등산 끝자락에서
チョンドゥン山（天登山）の端に

가서 오지 않는 너를 기다린다
行って、来ないお前を待つ。

박하 향기 아득한 시간의 터널 지나
ペパーミントの香り、はるかに遠い時間のトンネルを過ぎ

푸른 기적 달고 숨가삐 달려 와서 
青い奇跡をくれて、息苦しく駆けてきて

내 생의 한복판 관통해 간
私の生の真ん中貫通する肝(キモ？)

스무 살의 아름다운 기차여!
２０歳の美しいすごさ！

- 장하빈의《비, 혹은 얼룩말》중 '첫사랑'(전문)에서 -
- チャン・ハビンの＜雨、あるいはシマウマ＞中の”初恋(前文)より” -

* 아무리 거친 야생마도
* どんな荒い野生馬も

좋은 조련사를 만나 길들이면 명마가 됩니다.
いい調教師に会い、手なずければ名馬になります。

그러나 얼룩말은 좀처럼 길들여지지가 않아서 
しかしながら、シマウマは簡単に手なずけ出来ず

일부러 길들이려 하면 아예 죽어버린다고 합니다. 
わざわざ（無理に）手なずければ、あっさり死んでしまうといいます。

시대의 한복판을 관통해 숨가삐, 모질게 달려온 
時代の真ん中を貫通し、息苦しく粘りづよく駆けて来た

한 마리 얼룩말이 역사의 터널을 지나
１頭のシマウマが歴史のトンネルを過ぎ

천등산 끝자락에 오르더니 끝내 
天登山の端に登ったら、結局

보이지가 않습니다.
見えません。（何が？来ないお前？）

- 애도를 표하며 -
- 哀悼の意を表します -

노무현 전 대통령의 서거에
ノムヒョン前大統領の逝去に
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심심한 조의를 표하며 삼가 고인의 명복을 빕니다.
深い弔意を表し、謹んで故人の冥福を祈ります。

충격과 황망함에 떠는 유가족께도 하늘의 위로가 있기를 빕니다. 
衝撃と慌しさに震えるご遺族にも神様の慰労があるよう祈ります。

＜メモ＞
この文章・・・意味が通じないんですが？？
誰か教えてください(泣)

얼룩-말
[명사] 『동물』シマウマ。
얼룩
<1> [명사] まだら;斑点;段だら。
<2> [명사] 染み。
천등산(天登山)  807m
忠清北道忠州市にある山
끝자락   はしっこ
박하 [薄荷]
[명사] 『식물』ペパ―ミント(シソ科の多年草);薄荷。
아득-하다
<1> ｛형용사·여 불규칙활용｝ (距離的·時間的に)はるかだ;はるかに遠い。
<2> ｛형용사·여 불규칙활용｝ めどが付かない;漠然とする。
터널 [tunnel]
[명사] トンネル。
<1> [명사] 隧道。
지나다
<1> [자동사] (一定の時間などが)経過する;過ぎる;経つ;過ぎ去る。
<2> [자동사] (期限などが)過ぎる;去る。
기적 [奇蹟]
[명사] 奇跡。
<1> [명사] 常識では考えられない不思議なできごと。
달ː다
<1> [자동사] (汁などが)煮詰まる;煮え過ぎる。
<2> [자동사] (金属などが)焼ける;熱せられる;灼熱する。
달다
<1> [타동사] 高く掲げる;つるす;ぶらさげる。
<2> [타동사] (物を一定の場所に)つける。
달ː다
[타동사] 不完全他動詞として‘달라·다오’としてのみ使われて:くれる;与える。
달다
<1> [형용사] 甘い。
거치다   経る
단어·뜻 검색결과 (1~10 / 총12건)
거치다
<1> [자동사][타동사] (何かに引っかかって)ふれる;すれる。
<2> [자동사][타동사] 立ち寄る;経る;経由する。
손(을) 거치다
《관용구》 (人の)手を経る。
か·ける [掛ける·懸ける]
<2> [형용사] うまい;おいしい;食欲をそそる。
가삐
[부사] ‘가쁘게’の縮約形:息苦しく。
달려-오다
[자동사] 走って来る;駆けて来る;急いで来る;はせ参じる。
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한-복판
[명사] 真ん中;まっただ中;ちょうど中心のところ。
전문 [前文]
[명사] 前文。
조련-사 [調練師]
[명사] 調教師;調教を職業としている人。
길-들이다
<1> [타동사] (動物を)飼い馴らす;手なずける。
<2> [타동사] (道具などの)手入れをよくして使いよくする。
일부러
[부사] わざと;わざわざ;故意に;ことさらに。
아예
<1> [부사] 初めから;てんで;てんから。
<2> [부사] 絶対に;決して。
모ː질다
<1> [형용사] (性格が)むごい;ひどい;非情だ。
<2> [형용사] 粘り强い;根気づよい;よく耐える;我慢强い。
あるい-は [或いは]
《動詞 「あり」의 連体形 「ある」+副助詞 「い」+係助詞 「は」》
심ː심 [深甚]
[명사·하다형 형용사] 深甚;心遣いが非常に深いこと。
삼가
[부사] 慎んで;謹んで。
충격 [衝激]
[명사·하다형 자동사] 衝激;激しくつきあたること。
황망 [慌忙]
[명사·하다형 형용사] 慌ただしいこと;慌てふためくこと。
유-가족 [遺家族]
[명사] 遺家族;遺族。
서ː거 [逝去]
[명사·하다형 자동사] 逝去;目上の人などの死を丁重にいうことば。

ページ(3)


